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ブ ロ イ ラー鶏肉におけるカンピ口バクターの増殖*
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1*， J.E.Moore

2 
and J.S.G.Dooleyl 著

田名鰐祥・信沢敏 4 .阿部英雄 5 ・戸塚耕二 6 共訳

概 要

家禽 は，カンピロパクター・ジェジュニ

(Campylobacter jejuni; Cjejuniノの主要な保菌動物

で，現在，欧州諸国では急性のおIJ静性下痢症の主な

原因となっている。これがまた臨床的コストと労働

Jl寺院の損失の積み上げで かなりの経済的損失を

招いている。先進国において衛生的な管理および

消費者の教育の強化でも，人のカンピロパクター症

を有意に減少させるまでには至っていない。また，

人における家禽と関連する感染症の抑制は，ブロイ

ラー鶏群でのカンピロパクターのJ:首殖をいかに

抑制するかにかかっている。しかしながら，Cjejuni 

の供給源およびブロイラー鶏群で噌殖するように

なるその信搬ルートは明らかではない。 Cjejuniの

疫学をよりよく理解することが現在差し追って

必要とされる。この総説は，ブロイラー鶏群中に

おける Cjejuni定殺の疫学に関する最近の学説を

要約したものである。

1 . はじめに

カンピロパクターのおのおのの種には，好みの

保菌動物があって，カンピロパクタ一種の自然の

生育場所がイヌ (Workman ら， 2005)のような銅育

動物，ブタや家禽のような家造，そして渡り鳥の
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ような野生動物 (Griffiths と Park，1990; Thomas 

ら， 1999a)の小腸であり，カンピロパクター腸炎は，

食品由来の疾病としてみなされている。 Cjejuniは，

最近先進国では人の食品由来の胃腸炎および感染

疲の主な原悶で， Guillian-Barre症候群 (GBS) *断れ

のような激しい臨床的な併発症を伴う (Boydら， 2005)。

大部分のカンピロパクターの症例は，散発的で

ありそして多くの食品が散発的なカンピロパク

ター症の危険因子として関わっていた。すなわち，

これらの食品にはバーベキュー尽の食肉，生乳，烏が

くちばしでつついたミルク，瓶詰めされたミネラノレ

ウォーターおよび家禽肉などがある (ACMSF，2004)。

人のカンピロパクター感染症の散発的汚染源と

して，そのほとんどの誌拠は間接的なものである

(CorryとAtabay，2001) 0 いくつかの研究では，加熱

が不十分な家禽肉の摂取が人の疾病と関連する

ことが示されており (Studahl と Andersson，2000) ， 

そして散発的な疾病の 20~40%は，鶏肉の摂取に

よるものと捻践されている (ACMSF，2004)。家禽類

から分離された菌株が，人出来のものとすべて閉じ

ではなし、が，しかしタイプ識別する方法が用いられた

いくつかの研究は，人の感染で見出だされたカンピロ

パクターの菌株と家禽で見出だされた菌株との

関に密接な関連がみられた(Pearsonら， 1993)。しかし

ながら，家畜・家禽の肉類を摂取したり，職業的に

家潜・家禽と接触したり，あるいは排泌物と接触し

たりすると，実際に防護的に働き，そしてカンピロ

パクターで疾病になる危険が著しく減少する (Adak

ら， 1995)。

家禽のカンピロパクターの保筒状態、を抑制する

ことは，人の疾病発生に対して多少意義ある効果が

あるかもしれない (ACMSF，2004) 0 えま々と進歩して

*J開注， GuilliarトBarr己主主{以洋 (GBS) ギラン・バレー疲li)if，f.。

ウイノレス感染やワクチン後干選後にまれに起こる筋力の低ドや
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いる分子生物学的検証技術，たとえば，jlaAとjlaB

遺信子の PCR-RFLP(PCR剛 FragmentLength Polymor 

-phism)による戸αのタイプ分け (Newellら， 2001)に

も関わらず，定着の疫学は不明である O 消費者の

カンピロパクター感染を最小限にすることに役立

つ，この分野におけるさらなる研究は差し埠った

必要性がある。

2 カ ン ピ 口バクターと家禽

カンピロパクターが遍在する性費および家禽の

胃腸管内，その最適な増殖は，しばしば家禽が重度

に感染することを確実にしている (Evans，1992)。

家禽屠体からのカンピロパクターの分離は， UK， 

カナダ，スイス， USA の 50~60%から，オースト

ラリアの 94%までの範囲にある (Altekruseら， 1998

;ShaptonとShapton，1998; Wittwerら， 2005) 0 2001 

食品安全機構(FSA)の広範な調査では，最終処理を

した生の鶏際での UKの汚染の平均は 50%で

(FSA， 2001) (表 1)，また CjejunIは通常の家禽処理

表 1 UK各地域における鶏肉のカンピロバクター汚染
(FSA，2001) 

後でも生き残ることが分かつた (Evans，1992) 0 

飼育中のブ、ロイラーのカンピロパクターは，大腸，

腸や総排泌:孔で最も多く見出される

(Shane， 2000; Co町と Atabay，2001)。腸で増殖する

場合，CjejunIはたとえば化学走性のようないくつ

かの毒性国子を発現する (Takataら， 1992; van Vliet 

とKetley，2001)。細菌は，ムチンの糖タンパク質ー成分

の末端糖である L-フコースに引きつけられるので

(Shane， 2000)，粘1賠皮膜の中に存在する (Shane，2000 

;CoロyとAtabay，2001)。熱衝撃タンパク (HSPs)は，

細菌の熱ストレス反応と関連しており，重要な毒性

因子であり，たとえば DnaJ突然変異体は鶏で増殖

できなし、(Konkelら， 1998; van VlietとKetley，2001)。

カンピロパクターは，極鞭毛と「らせん状J繊毛

運動によって腸細胞を覆う粘膜層に侵入する

(Szymanskiら， 1995)。麻癒した鞭毛のために運動性

が低下した匂号junI突然変異株が吸着能の低下と

侵入ができなくなることは，鞭毛が吸着に関係する

，吸着が次の段階の侵入に関係することを示し

ているので，吸着と侵入は運動性と鞭毛の発現の

問者に依存する (Yaoら， 1994;van VlietとKetley，2001)。

外膜の吸着タンパク費 CadFおよび PEBlは，吸器

と侵入に関与している。 PEBlタンパク質は，有意に

吸着を減らし，PeblA位遺伝子践によってコード化

され， HeLa締胞の吸着と侵入を有意に低下させ

んblA突然変異株と関係するマウスモデルへの増殖

を減少させる (Konkel ら， 1997;Pei ら， 1998; Ziprin 

ら， 1999; van VlietとKetley，2001) 0 CadF突然変異

株は，ブイブ、ロネクチンと結合できず新しく幣化した

レグホン種の家禽で増殖することはできない

(Konkel ら， 1997 ;Pei ら， 1998; Ziprin ら， 1999;van

VlietとKetley，2001)。主要な外膜成分;リポオリゴ

糖(LOS)およびリボ多糖類(LPS)は，血清の抵抗性，

内毒素性および吸着性と関連している(Jinら， 2001; 

van Vlietと Ketley，2001) 0 スーパーオキシサイド

ィムターゼ (SOD)タンパク質遺伝子 Sod，β は，

C.jejllnIの過酸化ストレス防御の主となる要素で

あり ，SodB突然変異株は人胎児腸(到τ-407)細胞

内で，細目包内の生残が有意に減少する (Pesci，1994 

;PurdyとPark，1994) 0 

腸内容物中 19 当たり 105~109恨のコロニー (CFUs)

が，通常観察されている (Co町と Atabay，2001 ; Newell， 

2001)。家禽の糞便材料は，たとえば 19当たり

lOICFUsとしづ高濃度の CjejunIを含んでいるかも

しれない(Pearsonら， 1993)。締菌はまた，牌臓と肝臓

のほか，全消化管からも何らかが回収され全身性の

感染が起きていることを示している (Newell，2001)。

加工処理過程で，家禽屠{本の急、速そして交差汚染が

生じる (Pearson ら， 1996; Corry と Atabay，2001) 0 

あらゆる日齢の家禽への実験感染は，自然感染で

観察されたのと向じ結果を生じるようにみえたが，

そこではにjejunIは，増殖が広範囲であり，かっ

無症状なので，この宿主においては，共生者として

行動する (Newell，2001)。にjej問 lは若齢鶏には病原

性を発現するが，一般に成鶏では病原性がない

(Pearson ら， 1996)。新しく僻化した鶏は，一四の

経口投与あるいは総排池腔への接種によって，ある

いは飲水を介しての低レベルの摂取の繰りかえし

によって，権患することなく，容易に場殖させること

ができる (Evans，1992; Altekruseら， 1998)。たとえば，
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新しく分離した Cjejuniの 30CFUs程度の少量で

経口的に攻撃した 1日齢の鶏は， 3日以内に宙腸

内容物中 Ig当たり 1x 1010CFUsの水準まで富賜で

増殖可能である (Newell，2001)。家禽モデノレにおけ

る増殖のレベルと範閉は，鳥の遺伝的系統，攻撃株

および株の実験室適応の程震によってさまざまに

変化する (Newell，2001)。感染した特定の群は，急速

な舎内伝播速度と盲腸スワブ，飲水および敷料から

の高い分離本がみられる (Hafezら， 2001)。増殖した

群内では，この細菌は通常急速に広がるので，増殖

した鳥の割合はしばしば 100%近くになる (Pearso怒

ら， 1993;Corryと Atabay，2001)。感染性の Cj宅lum

分離物の菌力が，鳥を通過することにより高められ

ることが示されているので，食糞は，鳥の閤の急速

な締皆伝播を一部的には説明している (Evans，1992) 0 

30
0

C以上の比較的高い最小増殖混疫のため，ひとたび

環境内に排准されると細菌は増殖しない (vande 

Giessenら， 1996)。

多くのコマーシヤノレ家禽は3週齢頃には臨床症状

はみられないが，Cjejuniが増摘している (Evans，

1992; FieldsとSwer・dlow，1999; Boydら， 2005)。この

遅れの理由は明らかではないが，多くのブロイラ一

種鶏群がカンピロパクタ一陽性であり，抗カンピロ

パクター抗体が卵黄内に存夜しているので幼若齢

の鶏における母鶏由来の抗体，そしてカンピロパク

ターに措抗する細菌叢の幼若齢鶏での存在が

(ACMSF，2004)おそらく関与しているのかも知れ

ない。 UKでは，個々のブロイラ一群には限定され

た数のサブタイプ Cjejuniが定着している (Newell

ら， 2001)。すべてのケースではないが，盲腸から

分離されたのと同じサブタイプ株が，援体洗浄水に

観察されるように最終製品を汚染する (Newell

ら， 2001)。

たとえば，水中の低い栄養条件など長期間の環境

ストレスによって，ある Cjejuni株は，休眼球菌型

に入り，そうすると通常の培地を使ってもこの細菌司

を培養できない(Jonesら， 1991)。カンヒoロパクター

がもはや培養不可能になった後，電子顕微鏡観察で

球菌の一部は退縮の徴候を示してないが，生きてい

るが培養不可能な状態 (VBNC)といった継続した

生存性と一致している(Jonesら， 1991)。動物の賜は，

高熱性のカンピロパクターに対して唯一の増殖の

ための自然の場所となっている(Jones ら， 1991)。

VBNCにある c.jθjuniの疫学的な意義は蘇生し

感染を引き起こす能力をもっ形態である (Thomas

ら， 1999b)。しかしながら，分離株のうち眼られた

割合でしか VBNCの形態を起こさず (Tholozan

ら， 1999) ，この形態が，家禽群への伝播において

重要ではなく，これが普通的な生存のメカニズムで

はないことを示唆している。

3. 垂直伝搬

垂直伝報理論は論争のある点である。カンピロパ

クターはカンピロパクターの黍直伝j殺を雌鶏から

とナへ導く家禽の生殖器および精液内に存在する

(Coleら， 2004a;Coleら， 2004)0 しカ冶しながら，カン

ピロパクターはまま直あるいは押を介しての信擦の

証拠を見出していないので，大多数の証拠は，種鶏群

の感染制街lはほとんど重要性がないことを大多数

の研究者は，示唆している (Shane，1992; Corry と

Atabay， 2001)。自然にあるいは実験的に感染させた

那からの低い Cjejuniの分離率(Shane，1986; Pearson 

ら， 1996; Sahinら， 2003)，卵への侵入の欠如 (Doyle，

1984; Shankerら， 1986; Evans， 1992)，卵黄中と卵殻上

でのわずかな生存を除いて，卵内での増殖がない

こと (Corryと Atabay，2001)から要約すると，卵を

介しての垂直伝播は稀な出来事であり，鶏群への

カンピロパクターの侵入に重要な役割を演じて

いないことを示唆している。 Shane(1992)は，Cjej附 i

を糞中に排激している動物は感染した卵を

しないことを見出した。震度伝播の理論は，同じ

Cjejuni株が穏鶏群とその子孫の両者に存在して

いるのかも知れないという事実から支持されて

いる可能性がある (Coxら， 2002)。しかしながら，

これは問時に持続性の伝播掠，あるいは牛群のような

ブロイラー鶏会外部の保菌動物による低レベルの

水平イ云播によることもありうる (unら， 1998; Shreeve 

ら， 2002)。それゆえ，制御方法はブロイラーに対す

る感染源を制隈し，鶏群内での信播速度を低下させ

ることに向かうべきである (vande Giessenら， 1996;

Evans， 1992)。

4. 水平伝搬

多くの温風動物と昆虫が媒介者として役割を

演じ (Altekruse ら， 1998)，ブロイラーが環境から

容易に句。仰を拾い上げて，その結果，多くの潜在
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的な感染椋がありうるので，家禽群の隔離は，重大

である (Evans，1992; Pearsonら， 1993)。群の陽性率

はオルガニックそして放し飼いの群が集中的に

飼育した群より高く 000%まで)，おそらく培殺時

の鳥の日齢の増加だけでなく，そのような鳥の環境

暴露のレベルを反映している (NewellとFeamly，2003)。

ブロイラーのカンピロパクター感染のリスクの

増加は，他の家叢，たとえば牛や羊の存夜と関連して

し、る (Annanm欄 PrahとJanc，1988; Cardinaleら， 2004)。

汚染された空気，ほこり，昆虫あるいは敷料による

鶏舎間のカンピロパクターの交差汚染は可能性が

ある (Pearsonら， 1993; Whyteら， 2001)。衛生的ノくリア

の欠如，舗装されていない鶏舎の床(Cardinaleら， 2004)

や，屠殺沼をずらしたことによる群のパッチへの

分寄IJと同日間以下の空舎期院は，すべてカンピロ

パクターの権J患を有意に増加させる (Haldら， 2000;

Haldら， 2001)。屠{本処玉虫前のブロイラーの輸送は，

富勝のカンピロパクター増猫と培体汚染を有意に

高める (Sternら， 1995;Haldら， 2001)。おそらく，

このことはトラック，フォークリフト，ノfレット，

ケージ， ドライパーと捕獲者の靴がすべてブロイ

ラーに対する Cjejuniの潜在的な感染源となるため

であろう (Pamabuら， 2004)。

野鳥は，生の下水汚水物や食品廃棄物を摂取する

ことによってカンピロパクターに感染し，この細菌

を[I![接，あるいはコマーシャルの家禽経営を汚染

させることによってノ、開に拡散させることができ

る (Reed ら， 2003)。ガイマイゴミムシダマシ

Alphitobius diaperinlls (Panzer)は，鶏舎施設における

カンピロパクターの運搬者であり，環境源からカン

ピロパクターを得たり，住み処となる (Strother

ら， 2005)。ガイマイゴミムシダマシは，そのIfl虫を

摂取した家禽に生きた細菌を信播することができ，

鶏舎施設内におけるカンピロパクターの増殖を

減少させる試みにおいて考慮されるべきである

(Strotherら， 2005)。

腸管内のカンピロパクターの存在は，たとえば

飼料や水のような汚染源の摂取に関係がある

(Montorseら， 1985)。飼料や新しい数料はカンピロ

パクターの汚染源、とはみえない (Pearsonら， 1993)0 

市販飼料の7.K分含量は約 8~10%である (Montorse

ら， 1985)。館料は乾燥されベレット化され，おそら

く滅菌されて，サイロ内へ吹き出される (Pearson

ら， 1993) 0 Cjejuniは，乾燥に非常に感受性があり，

そしてエアゾル中で急速に死滅し，農場で使浴され

る数料は通常乾燥した主として針葉樹で，樹脂が

多い削りくずで，製材所から直接持ち込まれる

(Pearson ら， 1993)。使用された削りくず敷料は，

サノレモネラの増殖を著しく抑制する (Pearson

ら， 1993)。カンピロパクターに対するその効果は

十分には確認されていないようであるが，実験は

カンピロパクターで人工的に汚染した敷料が実験

室条件下で家禽に感染させることを報告している

(Pearsonら， 1993)。

5. 飲料水

飲料水が時には，感染の重要な汚染源，あるいは

非常に重要な危険な因子であることが判明してきた

(Kapperudら， 1993; Pearsonら， 1993)。手会水中(1o~

102鯛/1)ットノレ)と少ないカンピロパクターが家禽

群に定着できるという関係の証拠がある (Shapton

と Shapton，1998)。しかし，飲料水に普通佼われる

塩素消毒のレベルは，通常ブランクトン状の

C.jejuniに対して致死的であると考えられているが，

繊毛虫類(Tetrahymenapyr{(ormis)やアセントアメー

ノ〈ー (Acanthamoebacastellanii) のような水生プロ

トゾアは，集約的に銅育されるブロイラーの給水

システムにおける CjejunIに対する訪御的保有者と

して強力な能力を持っている (Snellingら， 2005)。

インピトロのそのようなブつロトゾアと C.jejuniとの

験的な共存培養は，工業的な殺菌剤

Viruden (p>0. 05)に対するのと伺様に海素に対する

細菌の感受性をど有意に低下させ (King ら， 1988) ， 

そして集約的に飼育されるブロイラーが維持される

温度の 25
0

Cではカンピロパクターの生存性を有意

に (p>0.05)延長することが可能である (Snelling

ら， 2005)。これらの因子は，ブロイラーの飲料水の

塩素消毒がブロイラーの Cj可juni増殖に関しては

効果がみられないという Stern ら(2002)の観察を

一部説明している (Newellら， 2003)。消毒剤に対する

耐性と抗生物質に対する耐性の問の関係は観察

されていない (Avrainら， 2003)が，水生プロトゾア

はおそらく株間で交換できる (Wittwer ら， 2005)

抗菌剤耐性遺信号こをもっカンピロパクターに対する

保護的な配達者として働くのであろう (Snellingら，

2005)。
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これらの新しい発見にも関わらず，全ての証拠は，

Cjejuniで汚染した水はブロイラー鶏群に対して

定着リスクが小さいことを示唆している (Newellと

Fearnley， 2003) 0 鶏群の増殖における水系と保菌者

の汚染の役害IJならびに持龍方法としての水の殺菌

剤の価値を確立するためのさらなる研究が望まれ

る(NewellとFearnley，2003)。

6 .結論

カンピロパクターの水平伝播が疑われ，溺が分離

され，疫学的タイプ分けが実行された農場での研究

でも，ブロイラーのカンピロパクター感染における

正確な汚染源は確立されなかった Oacobs胸 Reitsma

ら， 1995; van de Giessenら， 1996)。理論的には，

このような問題はより鋭敏なカンピロパクター

検出方法とより正確なタイプ分けの方法を提供

する急速に進歩している分子生物学的方法で処理

されるべきである O しかしながら，カンピロパク

ターは環境内のどこにでも存在し，症例は主に散発

的で，発生は稀で，世界的なプロトコーノレの標準化

がないため，汚染源追求は難しし、 (Wassenaar と

Newell， 2000) 0 分子疫学的な究暁に対するすべての

要求を満たすカンピロパクターの最連な遺伝子型

分類方法，たとえばパルスフィールド電気泳動法

(PFGE)を決定することはきわめて難しい

(Wassen註ar と子~ewell ， 2000) 0 しかしながら，現在，

これらの問題は国際的なコンソーシアム，たとえば

CAMPYNET (WassenaarとNewe¥l， 2000)とPulseNet

によって，株の比較のための標準的な方法を得る

試みとして処理されつつある。このことは，今後

数年にわたってカンピロパクターの集剖の構造と

分布の両方に対するより大きな綱祭を与える劫け

となることであろう。
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